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2013-2014年度  第７号                ２０１３年１０月発行 

今年度スローガン 

ライオニズムを大切に！仲間とともにWe Serve 

 

トピックス 

◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★１０月２３日（水） 於：目黒雅叙園 

第６回 理 事 会 １７：３０～１８：２０ 

第 1213 回 例 会 １８：００〜２０：４０ 

講師例会 

西山会長のご紹介で、講師としてミナミ

スポーツマッサージ治療院院長の清水 

原光（しみず げんこう）様をお招きし、

「脳腫瘍－死の淵からの脱出－」をテー

マにご講演をいただく予定です。メンバ

ーの皆様におかれましては、ぜひご出

席下さいますようお願い申し上げます。 

また、河俣勝様の入会式を予定してお

ります。メンバーの皆様はライオン帽を

ご持参ください。 

★１１月１７日（日）  於：箱根はつはな 

12１４回 例 会 １８：００〜２０：３０ 

 移動例会 

１１月第１例会は、移動例会として、箱根湯本

のホテルはつはなを予定しております。翌日

にはゴルフ同好会のコンペもございます。メン

バーの皆様、合わせてご参加くださいますよう

お願い申し上げます。 

 小田急ホテルはつはな  

  神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 20-1 

  TEL.0460-85-7321 

会長挨拶   

我が東京世田谷ライオンズクラブは、青少

年育成活動の一環として薬物乱用防止教室・

サッカー教室のアクティビティを行っていま

す。小学生に将来の目標を持って立派な大人

になってもらいたい、そしてその目標を達成

してもらいたいという思いがあります。とこ

ろが、ここ数年青少年たちの行動に心配と共

に“日本の将来は大丈夫か”と疑問を持つよ

うになりました。その一つに、コンビニエン

スストアや飲食店において、アルバイト店員

等による「アイスクリームケースに寝そべる」

「冷蔵庫に入る」等のいたずら行為がウエブ

サイト上におもしろおかしくアップされてい

る事件が起きていることです。ＴＶニュー

ス・新聞で記事になると、サイトに載せた側

は、「あくまでもユーモアでやったこと」等と

言い訳していますが、該当店舗側はそうはい

きません。つまり信用問題に発展し、お客様

が店にこなくなるということにもなります。

他にも遊戯施設でのおふざけ行為をウエブサ

イト上に掲載した大学生がいましたが、大学

側の責任者が謝罪する事態になっています。

このような行為がどれだけ周囲に迷惑をかけ

ているのかがわからないところに大きな問題

があるのではないでしょうか。家庭教育・学

校教育だけでは指導できない問題も数多くあ

ります。我々は薬物乱用防止教室・サッカー

教室を通してこれからの日本を背負っていく

人材を育てていく必要があると思っています。

今後も青少年育成活動に力を注いでまいりま

すので、メンバーの皆様「ライオニズム大切

に 仲間と共にＷｅ Ｓｅｒｖｅ」で、ご協

力をお願い致します。  （Ｌ西山和範） 

東京世田谷ライオンズクラブニュース 
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第６回理事会報告          １０月９日 於 銀座アスター三軒茶屋賓館 

出席者 西山会長、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 岩瀬、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、 

L 諸見里、L 中村信行、L 老田、L 小野景彦、L 大竹、L 進藤、L 庄司、L 白石、 

L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 田中、L 手塚、L 山本、阿部幹事（計２５名） 
  

第６回理事会が、０月９日（水）１７：３０より銀座アスター三軒茶屋賓館にて開催されました。 

■審議事項■ 

１. 本年度会計予算案について大竹会計よりご

提案頂きました。今期の予算額において収支

が２００万円程度赤字になる分について、財

源を震災支援積立金からとするかＣＮ５０

積立金とするかについて協議し、次回への継

続審議となりました。 

２.１０月２５日（金）献血・骨髄移植セミナー

について西山会長よりご説明頂きましたが、

残念ながら当日参加できるメンバーがおらず、

ご辞退申し上げることとなりました。 

３. １０月２６日（土）東京ピースＬＣチャリティーボウリング大会について西山会長よりご説

明頂き、例会中に参加者を募ることとなりました。⇒Ｌ佐々木・L 小塚・L 村田・河股勝様

の４名となりました。 

４. １１月８日（金）シンガポールで開催される第５２回ＯＳＥＡＬガバナー晩餐会のご案内に

ついて西山会長よりご説明頂き、Ｌ進藤とＬ田中が参加することとなりました。 

５.１０月２８日（月）第２回会長会につきましては西山会長より出席予定とご報告頂きました。 

６.１１月１６日（土）ドレミファダンスコンサートについて西山会長よりご説明があり、参加

者を例会にて募ることとなりました。⇒Ｌ佐々木が参加することとなりました。 

７. １１月１８日（月）会員増強の夕べにつきまして、西山会長よりご説明があり、Ｌ進藤が参

加するほか、Ｌ中村謙介が参加可能ならば西

山会長も参加することとなりました。 

８.１１月２１日（木）東京玉川ＬＣＣＮ４５例

会について、西山会長及び阿部幹事よりご説

明頂き、西山会長・阿部幹事・Ｌ進藤・Ｌ諸

見里・Ｌ手塚の５名が参加することとなりま

した。 

９.１１月２２日第１回薬物乱用防止教育認定講

師・新規更新養成講座について西山会長より

ご説明頂き、西山会長が参加するほか、例会
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と同様に出席をお呼びかけすることとなりました。 

１０.青年アカデミー委員会の次回のメンバー交流会にてＣＮ５０にて使用された当クラブＡＣ

Ｔ紹介ビデオ映像を活用したいとＬ手塚よりご説明頂き、承認されました。 

１１.１０月１９日２０日未来博の件について、Ｌ進藤より確認事項と出席者の確認を行いまし

た。１９日は午前中西山会長とＬ進藤、午後前半はＬ諸見里・Ｌ老田・Ｌ畠山、午後後半は

Ｌ阿部・Ｌ庄司、２０日は西山会長・Ｌ進藤・Ｌ亀川が担当となりました。 

１２.１０月１９日、川越つばさＬＣ川越祭りの件につきまして西山会長からご説明頂き、出席

者の確認を行いました。西山会長とＬ田中が出席することとなりました。 

１３.１０月２６日２７日わんぱく秋祭りの件の件につきまして、Ｌ須藤よりご説明を頂き、２

６日につきましては９時４５分池尻小学校からテーブル・テントの運搬、２７日は８時から

の設営と４時過ぎの撤収について参加者を募りました。 

１４.ＣＮ５０時のお土産カステラの件につきまして、ライオンズクラブ国際協会に商標利用料

を約６万円お支払いすることとなる旨、実行委員長Ｌ山本よりご説明頂きました。 

１５.南三陸見学ツアーの件につきまして、Ｌ亀川より１０月ではなく、復興市に合わせて現地

を訪問したいとご提案頂き、承認されました。 

１６.Ｌ田中よりフィリピンのマニラアライドＬＣ（ガバナー所属クラブ）からＣＮ３１記念例

会への出席要請を頂いたとご報告頂きました。 

１７.Ｌ進藤より１１月２５日のバリーパーマー国際会長公式訪問についてご説明頂き、参加者

を募ったところ、Ｌ諸見里とＬ進藤が出席することとなりました。 

１８.Ｌ山本より、ＣＮ５０の収支報告を頂き、目黒雅叙園のコーヒー代が割引になったこと、

国際協会への商標利用料約６万円の支出が発生したこと、登録料未納や返金の進捗状況、印

刷費や映像作成費でそれぞれ支出を圧縮したことなどをご報告頂きました。 
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第１２１２回・１０月第１例会(ＣＮ５０振り返り例会)報告 １０月９日 於 銀座ｱｽﾀｰ 

出席者 西山会長、L 福島、L 畠山、L 今尾、L 石上、L 岩瀬、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、 

L 宮崎大二郎、L 諸見里、L 中村信行、L 老田、L 小野景彦、L 大竹、L 佐々木、 

L 進藤、L 庄司、L 白石、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 田中、L 手塚、L 山本、 

L 吉崎、阿部幹事 

新入会員候補：河俣勝様 

メークアップ：L 中村謙介、L 高橋 

（メンバー２７名、メークアップ２名、ゲスト１名、計３０名） 
  

1. 第１２１２回１０月第１例会（ＣＮ５０振り返り例会）が、

１０月９日（水）、１８：３０より銀座アスター三軒茶屋賓

館にて開催されました。 

2. 開会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、国歌君が代およ

びライオンズクラブの歌、世田谷ライオンズクラブの歌を

斉唱いたしました。 

3. お客様のご紹介を致しました。本日は L 宮崎大二郎のご紹

介で、株式会社トラストホーム顧問の川俣勝様にお越し頂

きました。お忙しいところ有難うございます。 

4. 西山会長から会長挨拶を頂きました。西山会長は、９月２

８日に執り行われましたＣＮ５０記念式典・祝賀会が無事

終了したことについて、一年間かけて実行委員会を重ねて

当日を迎えたのは多くの皆様のご協力の賜物と謝意を表し

ました。また手話を用いたＣＮ５０の会長挨拶にかけた思

いをご披露されました。先日踏切でご老人を助けて命を落

とされた村田奈津恵美さんが小学６年生で書いた作文「立

派な大人になるには」をご紹介しつつ、会長５７歳として

今後も支援を頂きつつ奉仕活動に勤めたいと話されてご挨

拶とされました。 

5. 本日のお客様で新入会員候補でもある、株式会社トラスト

ホーム顧問 川俣勝様からご挨拶を頂きました。河俣様は

Ｌ宮崎大二郎のご縁で例会に参加できたこと、以前老人ホ

ームで３回ボランティアをされていたことをご紹介されて

ご挨拶とされました。 

6. ウィサーブのご発声は、ＣＮ５０実行委員長 Ｌ山本にお

願いしました。Ｌ山本は、ＣＮ５０記念式典・祝賀会が皆

様のご活躍とご協力により無事終了できたことに感謝し、

特にチャーターナイトに向けてクラブが一丸となれること

を願っていたところ、当日過去最高の出席率を達成できた

ことについて喜びを述べられました。また、「人生を豊かに

生きるには隠さないことだ」という言葉から「隠さない」

は「格差ない」に通じ、クラブの中で格差がなく、今後も
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風通しの良いクラブとして６０年・１００年と続いていけ

るように願って、声高らかにウィサーブのご発声を頂きま

した。 

7. 会食中、Ｌ進藤より、ＣＮ５０当日に全国各地のライオン

より頂いた、ご当地レトルトカレーや食べ物・お菓子・歯

ブラシなどのお土産をご紹介いたしました。また、Ｌ佐々

木より先日ご逝去されたご母堂についてお礼を申し述べら

れました。 

8. 本来、ＣＮ５０当日に撮影したビデオを映写し、感想や反

省を語り合う予定でしたが、担当者が仕事で欠席されたた

め、映写は次回以降に延期となりました。 

9. テールツイスターの活躍の時間は 副テールツイスターＬ

白石にお願いしました。Ｌ白石は、まず、会長も話題にさ

れた「踏切で自分の命を犠牲にして人助けをした女性」に

ついて触れ、「人間には己を犠牲にしてまで他人を救おうと

いう精神がある」とし、本来報酬を求めて生きる動物であ

る人間には利他の心があり、利他の行動には脳内神経物質

ドーパミンを分泌させ、気持ち良くなる効果があること、

すなわち脳の中では自分に報酬を与えていることになるこ

と、それにもかかわらずこの女性は命を投げ出しているわ

けだから自分への報酬を全く求めていないことになり、大

変難しいことをおこなっていると説明されました。このよ

うな自分一人ではできない奉仕を皆で実践するのがライオ

ンズの仲間であると述べられました。 

10. 続いてＬ白石は、物質に質量を与える粒子である「ヒッグ

ズ粒子」の発見について触れられました。宇宙の誕生から

約１３８億年、これに比べれば人類の誕生は約７００万年

前とほんのわずかとなるものの、太陽から地球までの絶妙

な距離やバランスから生命が誕生した不思議さについて、

「創造の主」の存在もあるのかもしれないと感じると話さ

れました。また、本日は通常の例会場とことなることもあ

り、ドネーションは集めず、次回に「倍返し」で集めると

発表されました。 

11. 出席率の発表は出席委員長Ｌ手塚が行いました。在籍者数

４５名､不在会員１名､終身会員４名､出席者数２７名、ゲス

ト１名、メークアップ２名で、出席率は７２．５％でした。 

12. ここでＬ磯辺が、ＣＮ５０を契機に当クラブが更なる発展

をし、特に「活動の中身」で日本一を目指そうではないか

と檄を飛ばされました。 

13. 閉会のゴングを西山会長が打ち鳴らし、最後に全員で輪に

なって「また会う日まで」を歌い、お開きとなりました。

本日も皆様お疲れ様でした。有難うございました。 
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せたがや未来博報告   １０月１９日・２０日     於 世田谷区役所中庭 

出席者 西山会長、L 畠山、L 石上、L 亀川、L 中村謙介、L 老田、L 進藤、L 庄司、 

    L 佐々木、阿部幹事                    （計９名） 
  

１．１０月１９日（土）と２０日（日）の２日間、世田谷

区役所・区民会館にて開催されたせたがや未来博に、世

田谷ＬＣもＰＲブースを出展し、当クラブの活動をパネ

ル展示するとともに、潮来市のお米や新鮮な野菜を販売

致しました。 

２．１９日（土）は天気も良く、８時から設営を行い、午

前中は西山会長とＬ石上・Ｌ進藤で、潮来市役所農政課

の前島課長と沼田係長とともに、前日に精米されたブラ

ンド米コシヒカリ「あやめちゃん」やとれたての新鮮な

野菜、さらに道の駅の虹どら（７種類のどら焼き：この

日は３種類）を販売致しました。キュウリやトマト、ク

リは午前中に売り切れました。午後にはメンバーが交代

して、Ｌ老田、Ｌ畠山が当番となりましたが、２時ごろ

には他の野菜（サツマイモ・ピーマン・シイタケ）もほ

ぼ完売となり、午後後半のシフトのＬ中村、Ｌ庄司、Ｌ

亀川、阿部幹事が到着して間もなく完売となりました。

皆様お疲れ様でした。 

３．２０日（日）は生憎の雨で肌寒い一日となりました。

午前中は前島課長・沼田係長とともに L 進藤が担当でし

たが、思いのほかの大雨となってしまい、テント内にも

水が伝ってくるので、のぼりやパネルは撤去して、米や

野菜の販売に徹しました。残念ながらステージのアトラ

クションも中止となってしまい、客の入りも非常に悪く、

午前中は惨憺たる有様で全部売れ残るかと心配でした

が、途中から「ひとつ野菜を買ったらもう一つ野菜（も

しくはどら焼き３つ）をおまけする」という販売方法に

切り替えたところ、「それは安い！」と次第にお客さん

が来るようになりました。野菜が売れるだけでなく、お

客さんも「（いい買い物ができて）雨の中を来た甲斐が

あった」と喜んでもらえるという形となり、途中ブース

に寄ったＬ佐々木がどら焼きをまとめ買いして下さる

協力などを得て、１時半には完売となり、雨の中無事に

撤収することができました。悪天候の中、どうもお疲れ

様でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

 

☆ １０月１２日・１４日全国障害者スポーツ大会開会式・閉会式参加報告 （Ｌ進藤） 

 

１０月１２日（土）、味の素スタジアムにて、「東日本大震

災復興支援 スポーツ祭東京２０１３」の「全国障害者スポ

ーツ大会」の開会式が行われ、西山会長と私Ｌ進藤が参加し

て参りました。この日は、１０月とは思えぬ真夏のような太

陽が照りつけ、３０度を超す暑さでしたが、皇太子殿下と皇

太子妃雅子殿下のご臨席を賜る中、全国４７都道府県と２０

の政令指定都市から選抜された選手団の皆様の入場行進や

炬火への点火、選手宣誓が行われました。 

３日間にわたって多くの障害者スポーツの種目で熱戦が

繰り広げられ、２日後の１４日には同じく味の素スタジアム

にて閉会式が行われましたが、今度は一人で参加してきまし

た。この日は割と涼しく、夕方ということもあって、上着が

必要な肌寒さでした。高円宮妃殿下のご臨席を賜り閉会式は

始まりました。熱戦の様子を示す映像が流され、３日間でこ

んなに実施していたの！？と思うばかりの多数の競技に驚

きました。熱戦をたたえるご挨拶や炬火の消火ののち、エグ

ザイルのミニコンサートとライジングサンプロジェクトで

福島県と東京都の中学生がダンスを共に踊るという企画が

あり、選手の皆さんをはじめ会場が大変盛り上がりました。 

 

☆ １０月１３日・１４日仙台・名取・石巻仮設住宅訪問参加報告 （Ｌ田中） 

 

１０月１３日から１４日にかけて、元地区ガバナー河合悦子Ｌを中心とする「チーム河合」

の皆様・総勢１５名で、仙台・名取・石巻復興応援として、「三遊亭金時師匠の寄席 ＆みんなで

一緒にフラダンス」に参加し、現地を訪問し、交流させて頂きました。 

１０月１３日は「あすと長町仮設住宅」「美田園第一仮設住宅」で三遊亭金時師匠の復興寄席

とフラダンス教室を、１４日は「万石ささえあい拠点センター」「開成公園グループホーム」で

復興寄席をおこないました。皆様お

疲れ様でした。 

今の被災地は、がれきもほとんど

片付けられ、臭いも空気も、一見何

も無かったかの様に風が通り、雑草

が生い茂っていました。 

これからの防災対策の意識も含

めて忘れてはいけないと心に誓う

とともに、心の復興は特に継続して

いかなくてはいけないと強く思い

ました。
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

 

☆ １０月１５日 佐藤信一さんトークショー（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞの可能性 311）報告（Ｌ畠山） 

 

１０月１５日(火)、関東地方に台風直撃の日にＬ進藤、Ｌ

亀川、そして私Ｌ畠山の３名で、南三陸町志津川ＬＣ Ｌ佐

藤信一さんが 「公益社団法人 助けあいジャパン」主催の

super workshop「クリエイティブの可能性３１１」にスピー

カーとして東京にお越しになったので、参加してきました。 

主旨は…以下の佐藤さんメッセージを読んで下さい。 

「宮城県南三陸町の佐藤です。 

3.11のあの時からずっと、町を撮り続けています。 

葛藤や悩みはずっとありました。レンズを向けていいのだ

ろうか。写真集など出していいのだろうか。 

それでも、復興までの道のりを撮り続けるのが、この町で

生まれた写真屋の使命と信じて、今日もカメラを持って町に

行きます。私には、これしかありませんから。 

傷ついた町ですが、今も以前と変わらず心和ます場所があ

り、逆境に負けず立ち上がった人たちがいます。町中に、お

もてなしの心が溢れています。決して忘れることのできない

あの日のことはもちろんですが、いまの、そしてこれからの

南三陸の魅力を、お伝えしたいと思います。」 

と言うテーマです。 

色々な業界の方でボランティア精神がある方が３０名も集

まり約２時間の講演を聞きました。講演では未公開写真、地

震直後の話などが聞けて良かったです。 

懇親会では南三陸の地酒で東北各県の名産物を食べながら

のデスカッションタイムで素晴らしい時間を過ごす事ができ

ました。またライオンズメンバー以外の方と震災復興につい

て話が出来た事で色々なアイデアが生まれそうな気になりま

した。 

最後に一言。 

「風化させない為にもみんなで、何かしなくては…」 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ③ 

 

☆ １０月１６日 ３３０－Ｂ川崎富士見ＬＣ例会参加報告     （Ｌ進藤） 

 

さる１０月１６日（水）、川崎市高津区溝口のホテル

ＫＳＰにて開催された、３３０－Ｂ地区川崎富士見Ｌ

Ｃ例会に参加して参りました。同クラブ所属の３３０

－Ｂ地区の青年アカデミー委員会委員長 井田渉Ｌと

例会訪問のお約束をしていたものです。 

まず驚きましたのは、ラジオ体操を行ったことです。

体を動かすのも大事とのことで、今期から導入された

とのこと。また開会と閉会のゴングをクラブ会長では

ないメンバーがそれぞれ行っていましたが、私が驚く

と「他地区は違うのですか？」と逆に驚かれました。 

また、この日は講師例会ということで、多摩川を毎

日見まわっていらっしゃる「おさかなポスト」の仕掛

け人、山崎充哲様のよどみなく流暢なご講演でしたが、

いったん死の川と言われていた多摩川が大変綺麗にな

ったこと、家庭で飼い切れなくなった熱帯魚等が捨て

られ外来種が増えてしまったこと、そのため「おさか

なポスト」を造られたことなど、大変心に残る話を拝

聴することができました。非常に楽しい例会でした。

川崎富士見ＬＣの皆様、ありがとうございました。 

 

☆ １０月１７日 東京麻布ＬＣＣＮ５０記念例会参加報告     （Ｌ進藤） 

１０月１７日(木)、ホテルオークラ本館１Ｆ「平安」

にて開催された、東京麻布ＬＣＣＮ50記念例会に、Ｌ

諸見里、Ｌ山本と私Ｌ進藤の３名で参加して参りまし

た。献眼のドナーやレシピエントの活動がわかる映像

を拝見し、東京麻布ＬＣが長年にわたり献血や献眼な

どの活動を精力的にされていることが良く伝わってく

る記念例会でした。５０年在籍された９５歳のチャー

ターメンバーがお元気に表彰を受けていらっしゃった

のと、メインのアトラクションで中国から日本に帰化

された歌手 崔岩光さんが英語・日本語・中国語他各

国語で歌われたこと、さらに、お料理がおいしいと評

判のホテルオークラですが、乾杯の直後に料理長がお

料理のご説明をされたのが印象的でした。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ④ 

 

☆ １０月１９日 川越つばさＬＣ川越祭り参加報告      （西山会長） 

 

１０月１９日（土）、３３０－Ｃ川越つばさライオン

ズクラブの金子敏恵会長よりご案内をいただき、川越

まつりを見学に行ってまいりました。『国指定重要無形

民俗文化財 川越氷川祭』の山車行事が、川越蔵造り

の町並みから見学できる最高の立地条件である桟敷席

を用意していただきました。午後５時３０分、Ｌ田中・

Ｌ岩瀬そして私Ｌ西山の３人は、蔵造りの町並みの桟

敷席に到着。まずは桟敷席を準備された川越中央ライ

オンズクラブの小岩井貞幸会長に挨拶をしました。席

に通され川越つばさライオンズクラブの金子会長にご

案内のお礼を申し上げ、食事を楽しみました。そして

金子会長・松本Ｌ・野口Ｌと共に山車の巡幸を見学し

ながら交流を深めてまいりました。都内から川越市ま

での道中は小雨が降っていましたが、山車巡幸の時に

は雨が止み予定通りに祭が行われたことに感謝しなが

ら帰路につきました。 

 

 

☆ １０月１９日 山梨アカデミーＬＣ松本善万Ｌ結婚披露宴参加報告 （Ｌ進藤） 

 

１０月１９日(土)夕方、３３０－Ｂ山梨アカデミー

ＬＣ松本善万Ｌと山梨ニューセンチュリーＬＣ三枝美

絵Ｌの結婚披露宴が甲府市の古名屋ホテルで執り行わ

れ、山梨アカデミーＬＣの同期会長で同い年でもあり、

日頃より大変お世話になっている松本善万Ｌの結婚式

ということで、せたがや未来博から甲府に駆けつけて

参列して参りました。 

立会人の労を取られた３３０－Ｂ地区元地区ガバナ

ー渡辺和廣Ｌのご挨拶に始まり、両家関係者の率直で

新婚夫婦への愛情にあふれたご来賓のご挨拶の数々に

心温まりました。また、３３０－Ｂ地区ガバナー川手

寅平Ｌのご子息川手彪寛さんからの新婚夫婦に見立て

たぬいぐるみのプレゼントが参列者に配られ、中学２

年生とは思えぬ見事なスピーチをされたのには参列者

一同感嘆しました。またご両家のご家族の喜びが感動

の涙を誘い、大変和やかで感動的な良い披露宴でした。

お二人の末永い幸せを祈念し、心より祝福いたします。 



11 

 

 

■ 行事予定 

１０月２３日（水）18：30～ １０月第２例会            於：目黒雅叙園 

１０月２７日（日）     わんぱくクラブ育成会秋まつりバザー  於：三軒茶屋 

１１月 ７日～１１日    ＯＳＥＡＬフォーラム         於：シンガポール 

１１月１４日（木）13：00～ 第 5回障害者施設見学ツアー      於：区内障害者施設 

１１月１７日（日）18：00～ 移動例会               於：箱根・はつはな 

１１月２７日（水）18：30～ １１月第２例会            於：目黒雅叙園 

 

■ 幹事 阿部より一言  

  

 

 

 

皆様、いつもお世話になっております。直近までの残暑が嘘のようにすっか

り涼しくなって参りましたが、いかがお過ごしでしょうか？またメンバーの皆

様におかれてはさる１０月９日のＣＮ５０振り返り例会に多数ご参加頂き、誠

に有難うございます。お陰様で二次会（笑）を含め楽しませて頂きました！ 

さて、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、当クラブにはＧの会とい

う裏同好会があります。文字通りジャイアンツファンの集まりなわけです。L

手塚がＧの会会長を歴任していまして、この度のＣＳ巨人－広島の第一戦をそ

の L 手塚と観戦してまいりました。内海－大竹投手の投げ合いで始まり、広島

先制で終盤に巨人が逆転という最後まで飽きない理想的なゲーム展開ですご

く楽しみました。L 手塚有難うございました。 

これから移動例会、クリスマス例会といつもと一味違う例会仕様が続きま

す。引き続き多数のメンバー皆様のご参加をお待ちしております。（阿部鉄平） 

 


